
第１２３９回例会 ６月２２日（金）会員卓話、他         百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１２４０回例会 ６月２９日（金）今年度最終例会        ホテルモリノ 

第１２４１回例会 ７月 ６日（金）次年度初例会・理事役員会①  ホテルモリノ 

 

 

 

 

【点  鐘】             山下 俊也 副会長 

【例会場】         百合ヶ丘カントリー倶楽部 

【S.A.A.】                 梅澤 馨 委員 

【ソング】       ロータリーソング『我等の生業』 

【ゲスト・ビジター紹介】        山下 俊也 副会長 

◆奥原 章男 様 

（第３Ｇ現ガバナー補佐・ 

川崎西北ＲＣ） 

「大友様のご紹介でした。今期 

のお礼を申し上げます。第３グ 

ループはコンペができたことで 

親睦が図れました。」 

◆大友 憲子 様 

（第３Ｇ次期ガバナー補佐・ 

川崎高津南ＲＣ） 

「金子ガバナーエレクトの下、 

メッセンジャーとして頑張ります。 

よろしくお願いいたします。」 

【会長報告】            山下 俊也 副会長 

１．ガバナー事務所より 

①拡大増強セミナー開催のお知らせ 

７月９日(月) 15:00～18:00 メモワールプラザソシア 21  

②来日学生修了証書授与式と歓送会のお知らせ 

  6月 30日（土）  

※ホストファミリーに感謝状授与とのこと。出席者なし。 

２．川崎百合丘 RC より表敬訪問のお知らせ 

７月１３日(金) 井上 久会長、嶋 元(はじめ)幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．高津南 RC より  

次年度会長幹事会開催のお知らせ 

７月１１日(水) 18:00～  

ホテル KSP１F「銀杏の間」 

４．Ｒ米山より 

①感謝状が届きました。 

鈴木 憲治会員 第 31回メジャードナー 

鈴木 昭弘会員 第 3回マルチプル 

②寄付送金明細書が届いています。確定申告用領収証は

1月～12月分が来年 1月末に送られます。 

５．Ｒ米山より“ハイライトよねやま 219号”がメールで届きました。 

６．川崎鷺沼 RC より  次年度 IMについてのお知らせ 

   2019年 2月 5日 13：00～  ホテル KSPホール 

【幹事報告】   森 啓伊 幹事 

◆例会変更 

●川崎中原RC  

○6/21（木）夜間移動例会(最終)  

二子玉川エクセルホテル東急  

点鐘18：30 

◆2018-19年度 理事・役員のお知らせが届いております。 

  ○川崎高津南RC ○川崎とどろきRC ○川崎中ＲＣ 

 

 

 

 

 

 

 

第 1238回 例会記録 平成 30 年 6月 15日（金） S.A.A 委員長 蓬田 忠 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-951-1322 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-951-1322 

※第 5金曜日  休会または移動例会,他  連絡先  事務所 TEL：044-951-1322 

 

 

 

 

 
山下 俊也 副会長 

 



【出席委員会】            杉山 遼 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1238回 32 25 7  78.1％ 

1237回 32 23 9 3 84.4％ 

1236回 32 26 6 4 90.6％ 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ委員会】            碓井 美枝子 委員 

 第 1238回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    25件 ￥33,000 

●お客様 

◇奥原章男様【本日は、退任のご挨拶に伺いました。１年間の

ご協力に感謝申し上げます】 

◇大友憲子様【表敬訪問に伺いました。次年度宜しくお願い

いたします】 

●会員 

◇親松明会員、◇志村幸男会員、◇鈴木昭弘会員 

【奥原ガバナー補佐、大友次年度ガバナー補佐ようこそ】 

◇鈴木憲治会員【奥原ガバナー補佐お疲れさまでした。 

大友さん頑張って下さい】 

◇森啓伊幹事 ◇臼井勉 会員 ◇碓井美枝子会員 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇円城寺広明会員 

◇大野勉会員 ◇木村良三会員 ◇黒木啓太郎会員 

◇佐々木範行会員 ◇佐藤達弥会員 ◇杉山遼会員 

◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員 ◇長瀬敏之会員 

◇門間亜砂子会員 ◇山下俊也会員 ◇雪井洋子会員 

◇蓬田忠会員       以上、ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団委員会】     鈴木 眞一 委員長 

●第 1238回 １件 ￥1,000  ◇山下俊也会員 

【米山記念奨学委員会】   長瀬 敏之 国際奉仕委員長 

●第1238回 １件 ￥1,000  ◇山下俊也会員 

以上、ご協力ありがとうございました。 

【各委員会 年度報告】 

◆クラブ奉仕委員会          大野 勉 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

◆社会奉仕委員会          鈴木 昭弘 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆国際奉仕委員会          長瀬 敏之 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

んでした。皆様のご協力を有難うございました。 

◆青少年奉仕委員会       宇津木 茂夫 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

り当日はいろいろと説明を受け、来日学生のスピーチを聞

いて、勉強になりました。 

【その他】                                                               

◇門間 亜砂子 会員 

 「6月２２日（金）午後２時３０分～、 

麻生市民館で、弁護士の中山隆 

弘会員、ライフプランナーの佐藤 

達弥会員と税理士の私で相続セミナーを行います」 

◇鈴木 憲治 会員 

 「当クラブより青少年交換でドイツへ派遣された竹尾光君が７

月１８日にドイツから戻ってきます。毎月レポートを送ってく

れまして、それは会報に載せています。彼はドイツ語はおろ

か英語もおぼつかなく苦労したそうですが、何とか乗り切っ

て充実した生活を送っているようです。５月のレポートでは、

旧ナチスの収容所や記念館へ行ったそうで、将来の希望の

社会科教師になるため、良い勉強になったと思います。」 
 

【四つのテスト】            杉山 遼 会員 

【点  鐘】            山下 俊也 副会長 

【会報委員会】           文責：中山 隆弘 委員  

 

「本年度も社会奉仕活動にご協

力頂きまして有難うございました。

当初の計画通り、11 月と４月の花

見時期の清掃活動を行いました。

今年は久しぶりに麻生川環境美

化活動のポスター貼りができ、良

かったと思います。皆様のご協力

に感謝いたします。」 

マニュアルを作りまして、次年度

の委員長に渡してあります。 「副委員長は鈴木憲治会員にやっ

て頂きました。今年度の計画をいろ

いろと立てたのですが、中々思うよ

うに実施できず、お詫びを申し上げ

ます。また、R 青少年来日学生をサ

ポートするという項目がありました

が、帰国してしまったので出来ませ

んでした。皆様のご協力を有難うご

ざいました。 

 

 

「一年間、何事もなく過ごせたことは

良かったです。出席委員会、親睦

委員会、会報の委員会も頑張って

いただきました。当クラブの会報は

立派に出来ていると思います。次年

度も引き続きよろしくお願いいたしま

す。一年間有難うございました。」 

 

  

←杉山 遼 
出席委員長 

 
 
 

碓井 美枝子→ 
ニコニコ委員長 

 

「今年度は、青少年交換留学生の

受け入れと委員長会議に出席しま

した。留学生は高津南 RC と共に１

年間預かる予定でした。ホストファミ

リーの方々にご指導いただき助かり

ましたが彼は９月に帰国されまし

た。委員長会議は、少し予習をした

り、いろいろと説明を受け、 

 

 


